
　「研究活動一覧」は，当研究所員の研究活動と研究内容
や関心分野を，読者の皆様に提供することを目的として
います。研究内容の詳細につきましては，直接担当研究
員までお問い合わせください。

① 研究論文および雑誌記事等

著者名（共著者を含む） 表　　　題 発表誌等
（単行本の場合は発行所名も記入） 巻・号 発表年月

勝又健太郎
価格・所得等政策の横断的分析　主
要国におけるデカップル支払いに関
する横断的分析

プロジェクト研究 [ 主要国農業戦略横
断・総合 ] 研究資料　平成 30 年度カン
トリーレポート：横断的・地域的研究、
需給見通し

第 9 号 2019年３月

土 地・ 農 地 政 策 グ
ループ

ロシア・中国・ベトナムの土地（農地）
制度―制度の変遷と農業構造の変化
―

プロジェクト研究 [ 主要国農業戦略横
断・総合 ] 研究資料　平成 30 年度カン
トリーレポート：横断的・地域的研究、
需給見通し

第 9 号 2019年３月

長友謙治 ロシアの土地制度と農業生産主体の
構造変化

プロジェクト研究 [ 主要国農業戦略横
断・総合 ] 研究資料　平成 30 年度カン
トリーレポート：横断的・地域的研究、
需給見通し

第 9 号 2019年３月

岡江恭史 ベトナムの農業と農地制度

プロジェクト研究 [ 主要国農業戦略横
断・総合 ] 研究資料　平成 30 年度カン
トリーレポート：横断的・地域的研究、
需給見通し

第 9 号 2019年３月

古橋元・小泉達治・
池川真里亜

2028 年における世界の食料需給見
通しの概要―世界食料需給モデルに
よる予測―

プロジェクト研究 [ 主要国農業戦略横
断・総合 ] 研究資料　平成 30 年度カン
トリーレポート：横断的・地域的研究、
需給見通し

第 9 号 2019年３月

上林篤幸

国際機関・各国の「農業見通し」―
小麦に着目した「OECD-FAO 見通
し」の概要と他の見通し等との比較
―

プロジェクト研究 [ 主要国農業戦略横
断・総合 ] 研究資料　平成 30 年度カン
トリーレポート：横断的・地域的研究、
需給見通し

第 9 号 2019年３月

林岳 地域資源とは何か
都市住民プロジェクト研究資料   持続的
な地域資源の活用システムの構築－持続
可能なバイオエネルギー利用のために－

第 1 号 2019年３月

浅井真康・林岳 日本におけるバイオガスの生産・利
用の現状

都市住民プロジェクト研究資料   持続的
な地域資源の活用システムの構築－持続
可能なバイオエネルギー利用のために－

第 1 号 2019年３月

浅井真康・林岳・山
本充

バイオガス利用の促進・阻害要因の
抽出―北海道士幌町のバイオガスプ
ラントを事例として―

都市住民プロジェクト研究資料   持続的
な地域資源の活用システムの構築－持続
可能なバイオエネルギー利用のために－

第 1 号 2019年３月

林岳・浅井真康・山
本充

消化液利用における畑作農家と酪農
家の関心の相違

都市住民プロジェクト研究資料   持続的
な地域資源の活用システムの構築－持続
可能なバイオエネルギー利用のために－

第 1 号 2019年３月

林岳・井上泰子・
ジェームス・C・オ
ボンナ

バイオエネルギーの持続可能性指標
評価ツールの開発

都市住民プロジェクト研究資料   持続的
な地域資源の活用システムの構築－持続
可能なバイオエネルギー利用のために－

第 1 号 2019年３月

林岳・浅井真康 まとめと結論
都市住民プロジェクト研究資料   持続的
な地域資源の活用システムの構築－持続
可能なバイオエネルギー利用のために－

第 1 号 2019年３月

吉田真悟・八木洋憲・
木南章

都市近郊農業における事業多角化の
決定要因―関東地域の市区町村レベ
ルデータを用いた空間計量経済分析
―

地域学研究 第 49 巻 
第１号 2019年８月

林瑞穂 ブラジル大豆産業の構造変化―大豆
集荷業を中心とした―考察― 農林水産政策研究 早期公開 2019年９月
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著者名（共著者を含む） 表　　　題 発表誌等
（単行本の場合は発行所名も記入） 巻・号 発表年月

八木浩平・菊島良介
訪日外国人における旅行満足と再来日
の意向の規定要因―『訪日外国人消費
動向調査』の個票データを用いて―

農業経済研究 91(2) 2019年９月

八木浩平・久保田純・
大橋めぐみ・高橋祐
一郎・菊島良介・吉
田行郷・内藤恵久

地域ブランド産品に対するブランド
保護制度への期待と効果 フードシステム研究 26(2) 2019年９月

伊藤紀子 開発途上国農村の制度変化と農業開
発 農林水産政策研究所レビュー No.91 2019年９月

糸井明美
世界の飲食料市場規模の推計―世界

（主要 34 か国）の飲食料市場規模
―

農林水産政策研究所レビュー No.91 2019年９月

勝又健太郎
主要国のデカップル支払いについて
―導入の目的、制度の概要、実施経
過の比較―

農林水産政策研究所レビュー No.91 2019年９月

伊藤紀子 開発途上国農村の制度変化と農業開
発 農林水産政策研究所レビュー No.91 2019年９月

吉田行郷 ブックレビュー
『戦争と農業』藤原辰史著 農林水産政策研究所レビュー No.91 2019年９月

長友謙治 魚與熊掌兼得的俄羅斯農業
穀物與畜産物生産・出口的擴大

畜産報導（台湾中央畜産會）
（「畜産の情報」記事の中国語訳）

2019 年 
10 月号 2019年10月

長友謙治 農業 ロシア文化事典（丸善出版） 2019年10月

八木浩平 （書評）植物油の政治経済学 - 大豆と
油から考える資本主義的食料システム 農業と経済 85(9) 2019年10月

平形和世・林岳
都市住民の農村に対する意識と農村
地域との関わり―都市住民へのウェ
ブアンケート調査より―

2019 年度日本農村生活学会大会（第
67 回）　報告要旨 2019年10月

吉田行郷 行政の動き「農福連携の現状と今後
の展開」 新ノーマライゼーション 441 号 2019年10月

吉井邦恒 日米の収入保険をめぐる状況―収入
保険の機能・特徴を考える― 農業と経済 第 85 巻 

第 11 号 2019年11月

伊藤紀子

アフリカにおける小麦・小麦製品：
ナイジェリアとエジプトにおける小
麦消費・輸入増加の現状と関連政策
の事例

製粉振興 No.603 2019年11月

伊藤紀子
中国における越境 EC を通じた日本
食品の消費の現状：品目別の特徴と
市場進出に向けた課題

国際開発学会・人間の安全保障学会
2019 共催大会　報告要旨 2019年度 2019年11月

石田貴士・井上荘太
朗・小林弘明・伊藤
紀子・森路未央・樋
口倫生

中国都市部における 日本産食品の
潜在的市場

日本国際地域開発学会 2019 年度秋季
大会　講演要旨 2019年度 2019年11月

吉田真悟・八木洋憲・
木南章

多角化戦略と農業経営の持続可能性
―都市近郊農業経営の経営管理能力
の役割に着目して―

農業経営研究 第 57 巻
第 3 号 2019年11月

講演者 講演演題 講演会名（主催者） 講演開催年月日

吉井邦恒 日米の収入保険をめぐる最近の状況 第 55 回東北農業経済学会宮城大会　個
別報告 2019 年９月４日

② 口頭発表および講演
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講演者 講演演題 講演会名（主催者） 講演開催年月日

竹島久美子 地域活性化論 愛媛大学社会共創学部 2019 年９月 23 日

長友謙治 世界の穀物需給と貿易の動向－新興
国台頭の中での輸入国日本－

東北大学大学院農学研究科資源環境政策
学講座（連携講座）集中講義 2019 年９月 27 日

長友謙治
世界の農産物需給と国際的な政策調
整―GATT・WTO ラウンド交渉に
着目して―

東北大学大学院農学研究科資源環境政策
学講座（連携講座）集中講義 2019 年９月 27 日

長友謙治 ロシアの農業・農政－移行期の混乱
から世界最大の小麦輸出国へ－

東北大学大学院農学研究科資源環境政策
学講座（連携講座）集中講義 2019 年９月 27 日

吉田行郷
農業分野での障害者就労の意義と可
能性～全国各地での取組みから考え
る～

農福連携勉強会（我孫子市役所） 2019 年 10 月 10 日

吉田行郷 最近の国内産麦の生産と流通の動向
と農福連携の可能性 第 11 回グルテン研究会 2019 年 10 月 16 日

上林篤幸 変化する世界の食料・農業情勢―今
後、私たちの食卓はどうなるのか―

日比谷カレッジ講演会（日比谷図書文化
館） 2019 年 10 月 17 日

Shiho Tamaki, 
Oura Yuji,
Yamamoto Junko,
Yagi Kohei

Characteristics of consumers 
of Ready-Made Meals Based 
on Eating Styles: Online Survey 
Targeting Tokyo and Osaka 
Residents

The International Society for 
Southeast Asian Agricultural
Sciences, International Congress 
& General Meating 2019

2019 年 10 月 18 日

平形和世・林岳
都市住民の農村に対する意識と農村
地域との関わり－都市住民へのウェ
ブアンケート調査より－

2019 年度日本農村生活学会大会（第
67 回）　一般報告 2019 年 10 月 20 日

菊島良介・高橋克也 小売業態の利用可能性から見た食料
品アクセスと食品摂取 第 78 回日本公衆衛生学会 2019 年 10 月 23 日

高橋克也・菊島良介 将来推計人口を利用した 2025 年
食料品アクセス困難人口の予測 第 78 回日本公衆衛生学会 2019 年 10 月 23 日

佐々木宏樹

Evaluating the Environmental 
Impact of Agricultural
Policies-Paddy Farming Case 
Study

48th OECD Joint Working Party on 
Agriculture and the Environment　

（OECD)
2019 年 10 月 23 日

吉田行郷

日本の麦－拡大し続ける市場の徹底
分析― （民間流通制度導入後の国内
産麦のフードシステム の変容に関
する研究（小麦編）） 

セミナー・研究成果報告会 
日本の麦－拡大し続ける市場の徹底分析
－（民間流通制度導入後の国内産麦の
フードシステムの変容に関する研究（小
麦編））　（農林水産政策研究所）

2019 年 10 月 23 日

八木浩平・高橋克也
食品群・栄養素摂取の決定メカニズ
ム：食事形態に着目した共分散構造
分析による解析

日本公衆衛生学会 2019 年 10 月 24 日

八木浩平・菊島良介・
内藤恵久

地理的表示保護制度への登録がくま
もと県産い草畳表の価格へもたらす
影響―ヘドニック・アプローチによ
る解析―

第 69 回地域農林経済学会 2019 年 10 月 26 日

吉田行郷
始めよう！農福連携、進めよう！農
福連携～全国の事例からみた農福連
携の現状と課題～

第 1 回富山県農福連携推進検討会議 2019 年 10 月 29 日

吉田行郷
進展する農業分野での障害者就労～
発達障がい者の就労支援の観点から
の可能性～

長野県発達障がい者就労支援研修会 2019 年 10 月 30 日

八木浩平 我が国における菓子類の消費額の将
来推計とその要因について 全日本菓子協会総会 2019 年 11 月５日

佐々木宏樹 Climate Change, Causation and 
Experimental Approach

International Workshop on Scaling 
up and out of Climate-smart Tech-
nologies and Practices for Sus-
tainable Agriculture　（農林水産省）

2019 年 11 月６日
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